
ひとり一品以上利用拡大キャンペーン商品原材料等詳細

連番 商品名 税込価格 賞味期間 一括表示原材料 アレルゲン

1 花畑牧場　生キャラメルポテトチップス 610円 180日
ポテトチップス（じゃがいも〈遺伝子組み換えではない〉、植物油脂）、ココアバター、砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオマ
ス、練乳パウダー、脱脂粉乳、食塩、小麦胚芽油／乳化剤、香料、着色料（カロテン）、（一部に小麦・乳成分・大豆を
含む）

乳、小麦

2 北海道バターリッチ　 800円 60日
小麦粉（小麦（北海道産））、砂糖、バター、レーズン、マーガリン、鶏卵、粉糖（砂糖、コーンスターチ）、ショートニング、
ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、アーモンド、脱脂粉乳、牛乳、洋酒、食塩／膨張剤、香料、着色料
（カラメル）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む）

小麦、卵、乳

3 北海道ロイヤルミルクティラングドシャ 750円 365日
チョコレート、小麦粉、砂糖、マーガリン、卵白（卵を含む）、牛乳、脱脂粉乳、紅茶葉、紅茶ペースト、紅茶粉末、油脂
加工食品、ココアパウダー／乳化剤（大豆由来）、膨張剤、ソルビトール、香料、着色料（カロテン）

小麦、卵、乳

4 函館銘菓くりりんかぼちゃパイ 630円 ６０日
小麦粉、砂糖、白あん、食用精製加工油脂、植物油脂、かぼちゃ、バター卵、真昆布、水あめ、クリーム食塩、麦芽エ
キス、ソルビトール、トレハロース、乳化剤、香料、酸味料、着色料（カロテン）、（原材料の一部に乳成分、大豆を含む）

小麦・卵・乳

5 ソイズデリ　北海道かぼちゃスープ 1260円 365日
豆乳パウダー、野菜パウダー(かぼちゃ、玉ねぎ、人参)、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、粉末パーム油脂、酵母エキス、
粉あめ、香辛料、うきみ(かぼちゃ、パセリ)/加工澱粉、酸化防止剤(V.E)

なし

6 マネケン　和栗ワッフル　 960円 45日
小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、卵、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、乳脂肪、その他）、栗甘露煮、イー
スト、マロンペースト、食塩／乳化剤、香料、着色料（カラメル、カロチノイド）、酵素、ビタミンＣ、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ、ＥＤＴＡ－Ｃａ・Ｎａ、ビタミンＥ）、漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦、卵、乳

7 あまおう苺バウムクーヘン 630円 120日
鶏卵（国産）、砂糖、小麦粉、マーガリン、ショートニング、コーンスターチ、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主原料とする食
品、いちご濃縮果汁（福岡県産あまおう）、食塩、ストロベリーソース／ソルビトール、膨脹剤、香料、乳化剤、着色料
（コチニール、ラック）、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

小麦、卵、乳

8 日光濃厚チーズケーキ 1280円 45日
ＯＧ産クリームチーズ、エダムチーズ、エースホイップ、砂糖、卵、小麦粉、マーガリン、コーンスターチ、ポッカレモン、
パルクトミー

小麦、乳、卵

9 濃厚抹茶クリームのレーズンサンド 1420円 90日
小麦粉(国内製造)、レーズン、ショートニング、麦芽糖、砂糖、マーガリン、抹茶加工品、でん粉、マルトデキストリン、洋
酒、チョコレート、卵、食塩／グリセリン、香料、乳化剤、酒精、着色料(クチナシ、紅花黄、カロチノイド)、膨張剤、酸化
防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

小麦、卵、乳

10 糖質をおさえたドーナツ　 520円 60日
食用油脂（国内製造）、ミックス粉（小麦粉、砂糖、ショートニング、その他）、鶏卵、小麦全粒粉、砂糖、小麦粉、小麦た
ん白、マーガリン、豆乳（大豆を含む）、糖加工品／加工デンプン、ベーキングパウダー、ソルビット、香料（乳由来）、乳
化剤、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（スクラロース）、着色料（カロチン）

小麦、卵、乳

11 ふぞろいマンゴー 770円 180日 マンゴー、砂糖／酸味料（クエン酸）、酸化防止剤（亜流酸塩） なし

12 ほしいも　べにはるか 1130円 60日 さつまいも（茨城県産） なし

13 北信州　野沢菜炒め　 1000円 180日
野沢菜（国産）、しょうゆ(大豆(遺伝子組換えではない))、アミノ酸液、ごま油、植物油、生姜、白ごま、砂糖、香辛料、食
塩／調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

小麦

14 やみつきガーリック 500円 １２か月
フライドガーリック（乾燥にんにく、食用油脂）、加熱加工豚脂、バター（乳成分を含む）、乾燥玉ねぎ、煎り胡麻、砂糖、
バター風味粉末、すり胡麻、粉末醤油（大豆・小麦を含む）、食塩、にんにく粉末、玉ねぎエキスパウダー／ふくらし粉、
調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、乳化剤

乳・小麦

15 ししゃもきくらげ 500円 365日
木耳、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、カラフトシシャモの卵、つゆ（醤油・砂糖・みりん・その他）、しその実、鰹節、醸
造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸等）pH調整剤、香料、保存料（ソルビン酸K）V、B1

小麦

16 浅炊きほたて 720円 75日 ほたて（北海道産）、砂糖、醤油、生姜（一部に小麦・大豆を含む） 小麦

17 レモ缶ひろしま牡蠣 520円 ３年 かき、オリーブオイル、塩レモン、(レモン皮、レモン果汁、食塩)、レモン果汁、菜種油、食塩 なし

18 ひとくちシチュー　 720円 540日
野菜（玉葱、じゃがいも、人参）、鶏肉（国産）、生クリーム、乳等を主要原料とする食品、バター、チキンブイヨンパウ
ダー、砂糖／増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、香料、（一部に小麦・乳成
分・大豆・鶏肉を含む）

小麦、乳

19 海鮮めしの素 500円 １８か月
ほたて貝ひも、紅ずわい蟹、（紅ずわい蟹肉、食塩）、食塩、砂糖、清酒、味醂、昆布、醤油、昆布エキス／調味料（アミ
ノ酸等）、ソルビット、グリシン、酸化防止剤（ビタミンC）、（一部に大豆・小麦・かにを含む）

小麦・かに



20 柚子ジンジャー 850円 製造より約10ヶ月
糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、水飴）（国内製造）、砂糖、しょうが（国産）、柚子果汁、柚子果皮、レモン果汁/酸味料
（クエン酸）

なし

21 金のポタージュスープ 1000円 １年

オニオンパウダー（淡路島フルーツ玉ねぎ）、馬鈴しょでん粉（遺伝子組換えではない）、乳糖、粉末油脂、食塩、砂糖、
チーズ、全粉乳、脱脂粉乳、マッシュポテト、食用植物油脂、酵母エキス、たん白加水分解物、クリーミングパウダー、
チキンエキスパウダー、ビーフエキスパウダー、人参エキス、香辛料、うきみ、具（クルトン・パセリ）、香料、膨張剤、着
色料（ウコン・ＶＢ２）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）

小麦・乳

22 十和田バラ焼きうどん　 1080円 100日
【めん】小麦粉(国内製造(青森県産ネバリゴシ5割使用))、食塩、植物油/酸味料、グリシン【たれ】しょうゆ(小麦・大豆を
含む)、砂糖、米発酵調味料、りんご果汁、食塩、にんにく、でん粉、香辛料/調味料(アミノ酸)、酒精、カラメル色素、酸
味料、増粘剤(キサンタンガム)

小麦

23 小海老天そば 1440円 180日

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ）、スープ（粉末しょうゆ、糖類（ぶ
どう糖、麦芽糖、砂糖）、魚介調味料、植物油脂、野菜調味料、食塩、たん白加水分解物、かつおぶし粉末、さばぶし
粉末、香辛料、 しいたけ調味料）、かやく（小えび天ぷら、えびボール風卵白加工品、味付卵、ねぎ）／ 加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、 ベニコウジ色素、パプリカ色素、カロチン）、香料、セ
ルロース、酸化防止剤 （ビタミンＥ）、乳化剤、増粘多糖類、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、 （一部に卵・小麦・そば・えび・さ
ば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

卵、小麦、えび、そば

24 佐野ラーメン万里 1000円 ９０日
めん（小麦粉（国内製造）、還元水飴、食塩、小麦たん白／加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小麦を含む））　　添付
調味料（醤油、ラード、食塩、ポークエキス、チキンエキス、風味油、砂糖、煮干エキス、かつおエキス、香辛料、酵母エ
キス／酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む））

小麦

25 中国料理　大笑　四川風白ごま担々麺 1000円 45日

めん/小麦粉（国内製造）、小麦たん白、卵白、食塩、還元水飴/酒精、かん水、クチナシ色素、加工でん粉　　スープ/
ごま、しょうゆ、チキンエキス、砂糖、ラー油、食用大豆油、ポークエキス、みそ、豆板醤、にんにく、酵母エキス、唐辛
子/調味料（アミノ酸等）、酒精、パプリカ色素、香辛料抽出物　　ラー油/食用なたね油、食用ごま油、香辛料/パプリカ
色素　　山椒/山椒

小麦・卵

26 コモパンセレクション 1000円 ３５日

＜メロンパン＞小麦粉、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう
糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エキス、酵母　／　加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多
糖類、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
＜小倉小町＞つぶあん、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、黒ご
ま、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、(原材料の一部に大豆を含む)
＜デニッハュクリーム＞小麦粉、クリームフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニン
グ、ブドウ糖、加工デンプン、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、着色料(カ
ロテン)、（原材料の一部に大豆を含む）
＜メープルワッフル＞小麦粉、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、油脂加工品、パネトーネ種、転
化糖、メープルシュガー、加工デンプン、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、増粘多糖
類、酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(原材料の一部に大豆を含む)
＜毎日クロワッサン＞小麦粉、糖類、パネトーネ種、動物油脂、マーガリン、卵、ショートニング、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母、植物油脂、乳化剤、(原材料の一部に大豆を含む)
＜黒糖クロワッサン＞小麦粉、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒糖、ショートニン
グ、砂糖、ブドウ糖、加工デンプン、着色料（カラメル）、脱脂粉乳、食塩、香料、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油
脂、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（原材料の一部に大豆を含む）
＜クロワッサンリッチ＞小麦粉、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食
塩、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、（原材料の一部に大豆を含む）

小麦、卵、乳

27 とろけるクッキー 800円 ９０日

ミルクチョコ～チョコレート（砂糖・ココアバター・全粉乳・その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水
飴、ココアパウダー、でん粉、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

ホワイト～チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、
でん粉、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）
 抹茶～チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、抹
茶、乳化剤（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

 抹茶～チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、抹
茶／乳化剤、香料、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

ショコラオレンジ～チョコレート（ココアバター、砂糖、乳糖、その他）、コーンスターチ、小麦粉、バター、脱脂粉乳、マー
ガリン、水飴、オレンジピール、洋酒、でん粉、レモン／酸味料、香料、（一部に小麦・乳成分・大豆・オレンジを含む）

チョコバナナ～チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、その他）、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、
脱脂粉乳、バナナ、水飴、でん粉、レモン／トレハロース、酸味料、乳化剤、香料、（一部に小麦・乳成分・大豆・バナナ
を含む）

ミルクティー～チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、その他）、マーガリン、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、
ヘーゼルナッツ、紅茶ペースト、でん粉、アーモンド、紅茶、砂糖／乳化剤、香料、pH調整剤、カラメル色素、（一部に
小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦・乳

28 ブラックサンダー　 630円 300日
準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、カカオマス、乳糖、食塩）（国内製造）、ココアクッ
キー、油脂加工食品（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、乳糖）、小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、カカオマス、食
塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉乳／甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、香料

小麦、乳

29 盛岡ブラウニー　 1160円 90日
チョコレート（ベルギー製造、国内製造）、砂糖、鶏卵、バター、クルミ、小麦粉、ファットスプレッド、カシューナッツ、食塩
/乳化剤（大豆由来）、香料、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロテン）

小麦、卵、乳

30 フォンダンビスキュイアソート 1070円 90日

【ミルク】チョコレート（砂糖、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、乳糖）、小麦粉、マーガリン（乳成分を含
む）、砂糖、コーンスターチ、全粉乳、バターオイル、ショートニング、ヘーゼルナッツペースト、アーモンドペースト、植物
油脂／乳化剤（大豆由来）、香料【ショコラオランジュ】チョコレート（砂糖、カカオマス、ココアバター）、小麦粉、マーガリ
ン(乳成分を含む)、コーンスターチ、砂糖、ショートニング、柑橘果汁粉末(オレンジを含む)、植物油脂／着色料(カラメ
ル)、乳化剤(大豆由来）、香料【キャラメルサレ】チョコレート（砂糖、ココアバター、植物油脂、脱脂粉乳、全粉乳、乳
糖)、小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、コーンスターチ、キャラメル粉末（乳成分を含む）、砂糖、ショートニング、植
物油脂、キャラメルペースト（乳成分を含む）、食塩／着色料（カラメル）、乳化剤（大豆由来）、香料

小麦、乳

31 ホワイトティラミスチョコ　 730円 180日
アーモンド（アメリカ産）、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、全粉乳、水あめ、チーズパウダー、
チーズ加工品、マルトデキストリン、クリーミングパウダー、粉糖／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

乳

32 チョコチップスコーン 500円 150日
小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、チョコチップ、鶏卵、ホエイパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤、増粘剤（キサン
タンガム）、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

小麦、卵、乳

33 山梨フルーツゼリーセット 1140円 6ヶ月
白桃（山梨県産）、巨峰（山梨県産）、シャインマスカットピューレ（山梨県産）、果糖ぶどう糖液糖、濃縮ぶどう果汁、
シャインマスカット果汁、砂糖/ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、紅花色素、クチナシ色素、ビタミンＣ

なし

34 果汁１００％のぶどうゼリー 520円 180日
果汁（ぶどう、りんご）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、pH調整剤、香料、（一部にりんごを
含む）

なし

35 塩けんぴ 520円 １２０日 さつまいも、植物油、砂糖、食塩 なし



36 たっぷりアーモンドえび　 1000円 150日 アーモンド（アメリカ産）、えび、砂糖、食塩 えび

37 ごぼうおかきＢＯＸ　 840円 120日
もち米(国産)、もち粉（国産）、植物油脂、乾燥ごぼう、食塩、粉末醤油、砂糖、ロースト醤油調味料、唐辛子／調味料
(アミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア)、(一部に小麦、ごま、大豆を含む)

小麦

38 チーズインスナック　 1380円 180日

チョコレートコーチング（乳糖、植物油脂、チーズパウダー、全粉乳、ココアバター、食塩）、小麦粉、植物油脂、コーング
リッツ（遺伝子組み換えでない）、砂糖、小麦ファイバー、チーズシーズニング（食塩、砂糖、クリーミングパウダー、チー
ズパウダー、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー）、チーズパウダー、食塩、酵母エキスパウダー／トレハロー
ス、調味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、着色料（アナトー、パプリカ色素）、炭酸カルシウム、甘味料（スクラロース） 、
（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦、乳

39 ひとくちチーズサンド　 1050円 120日
乳等を主原料とする食品（ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、食塩）（国内製造）、魚肉加工品（魚肉す
り身、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂）／安定剤（加工でん粉）、乳化剤、ソルビトール、加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦、乳

40 ゆずのまんま大袋　 1260円 240日 ゆず皮（九州産）、砂糖／酸味料、ビタミンC なし

41 素焼きミックスナッツ　 1380円 180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ 落花生

42 大地の恵みナッツ＆フルーツ　 970円 150日
カシューナッツ（インド）、アーモンド（アメリカ）、バナナ（フィリピン）、砂糖、ココナッツオイル、クランベリー、クコの実、
かぼちゃの種、食塩、植物油脂／調味料（アミノ酸等）

なし

43 さかなっつハイ！ 1400円 180日
アーモンド、いわし、落花生、砂糖、植物油脂、食塩、ゴマ、水あめ、魚介パウダー、ドコサヘキサエン酸含有精製魚
油、こんぶパウダー、香辛料、トレハロース、香料、調味料（アミノ酸等）、ビタミンD、（原材料の一部にエビ、大豆を含
む）

えび、落花生

44 ヨーグルトレーズン 1220円 180日
チョコレートコーチング（砂糖、植物油脂、全粉乳、発酵乳粉末（殺菌）、乳糖、ココアバター、フラクトオリゴ糖）（国内製
造）、オイルコートレーズン 、水あめ 、粉糖（砂糖、でん粉分解物） 、乳酸菌粉末（植物性乳酸菌(殺菌)、でん粉分解
物）／乳化剤 （大豆由来）、光沢剤 、酸味料 、ピロリン酸鉄 、香料

乳

45 黒糖ドーナツ棒（火の国支援）　 756円 120日 小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類〔黒糖(沖縄産)、粗糖、水飴、糖蜜〕、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨脹剤 小麦、卵

46 おばあちゃんの焼こあじ　　　　　　 510円 5ヶ月 あじ調味干（しまあじ、砂糖、食塩）／調味料（アミノ酸）、ソルビット なし

47 ロータスオリジナルカラメルビスケット 650円 365日 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、大豆粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、シナモン／膨張剤 小麦

48 野菜チーズナッツ 590円 150日
小麦粉（国内製造）、アーモンド（アメリカ産）、プロセスチーズ、植物油脂、ショートニング、鱈すり身、乾燥野菜（たまね
ぎ、ねぎ、赤ピーマン、にんじん、キャベツ）、食塩、でん粉、イースト、食物繊維、大豆たん白／乳化剤、炭酸カルシウ
ム、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦、乳

49 醤油仕立ての和風カレーせんべい 640円 120日
うるち米（国産）、もち米（国産）、植物油脂、とうもろこし澱粉、砂糖、醤油、水飴、デキストリン、ウスターソース、黒胡
椒、香辛料、醸造酢、乳製品、食塩、オニオンエキス、鰹節粉／増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、トレハ
ロース、乳化剤、香料、（一部に大豆、小麦、乳、りんごを含む）

小麦、乳

50 のり天わさび味 890円 180日
天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、のり、卵白（卵を含む）、レモンシーズニング、でん粉、食塩、香辛
料、卵殻粉/調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、香辛料抽出物、微粒酸化ケイ素

小麦・卵

51 マグロチップ＆アーモンド　 630円 120日 まぐろのふし（国内産）、アーモンド、ごま、砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、発酵調味料、酵母エキス 小麦

52 ブラックペッパー焼チーズ　 1040円 120日
乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、食塩）（国内製造）、ブラックペッパー、
食塩／安定剤（加工でん粉）、乳化剤、調味料（アミノ酸）、（一部に乳成分を含む）

乳

53 おしゃぶり芽かぶ 500円 90日
芽かぶ、砂糖、醸造酢、醤油、乳糖、風味調味料、コラーゲンペプチド/調味料、ヒアルロン酸（一部に小麦・乳成分・大
豆・ゼラチンを含む）

小麦・乳

54 薬用ホワイトニングデンタクリーン 1700円

●湿潤剤：プロピレングリコール・ソルビット液・濃グリセリン・スイカズラエキス・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カ
ルシウム・塩化マグネシウム・リン酸水素二カリウム・１，３－ブチレングリコール・ムクロジエキス　●基剤：精製水・メタ
リン酸ナトリウム・ＤＬ－リンゴ酸・炭酸水素ナトリウム・カオリン　●粘度調整剤：無水ケイ酸・カルボキシメチルセル
ロースナトリウム　●洗浄剤　●有効成分：ポリリン酸ナトリウム・グリチルリチン酸ジカリウム　●香味剤：ハッカ油　●
可溶剤：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油　●清涼剤：ｌ－メントール　●ｐＨ調整剤：水酸化ナトリウム　●甘味剤：キシ
リット・サッカリンナトリウム　●金属封鎖剤：エデト酸二ナトリウム　●光沢剤：シルク末・パール末・セラック

55 ステンレスフードジャー＆ポーチ 3980円

56 札幌「吉山商店」焙煎胡麻味噌味 1080円 ９０日

麺(小麦粉(国内製造)、小麦蛋白、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、クチナシ色素、加工澱粉、(一部に小麦を含む))
スープ(ポークエキス(国内製造)、みそ、豚脂、砂糖、食塩、ねりごま、しょうゆ、たん白加水分解物、油脂加工品、香味
食用油、ウスターソース、香辛料、すりごま、たまねぎペースト、キャベツエキス、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、酒精、
加工でんぷん、香料、着色料(カラメル、カロチノイド)、アルギン酸ナトリウム、タラガム、キサンタンガム、(一部に小麦・
大豆・ごま・りんご・豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) )

小麦



57 千葉「中華蕎麦　とみ田」つけそば 648円 ９０日

【麺】小麦粉、還元水飴、小麦たん白、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、かんすい  【たれ】醤油、ラード、ポークペースト、
砂糖、還元水飴、ポークエキス、鰹節粉末、食塩、醸造酢、ポークコラーゲン、ゆず果汁、鯖節粉末、酵母エキス、煮干
粉末、唐辛子、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、カラメル色素、乳化剤、（原材料の一
部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、さばを含む）

小麦・卵

58 茨城　つくば「らぁめん喜乃壺（きのこ）」煮干醤油味 1080円 ９０日

麺(小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、(一部に小麦を含む))
スープ(魚介エキス(国内製造)、たん白加水分解物、鶏脂、食塩、しょうゆ、発酵調味料、豚脂、砂糖、チキンエキス、昆
布エキス、酵母エキス、香味食用油、こしょう粉末/調味料(アミノ酸等)、酒精、加工でんぷん、酸味料、カラメル色素、
香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む))

小麦

59 喜多方「一平」醤油味　 1080円 ４５日
めん（小麦粉・卵白・食塩・小麦たん白）醤油、豚脂、たん白加水分解物、食塩、畜肉エキス、煮干しエキス、香味油、
砂糖、豚脂加工品、昆布エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、かんすい、加工でんぷん、酒精、クチナシ色素、カラメ
ル色素、増粘剤（グァーガム）、酸味料、（原材料の一部に、大豆、鶏肉、ゼラチンを含む）

小麦・卵

60 福島「うろた」濃厚貝だし塩ラーメン 1080円 ９０日
麺(小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、(一部に小麦を含む))
スープ(魚介エキス(国内製造)、食塩、植物油脂、肉エキス、ショートニング、砂糖、香辛料、酵母エキス、青じそ粉末/
調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタン)、香料、カロチン色素、(一部に豚肉を含む))

小麦

61 山形鶴岡「琴平荘」中華そば 1060円 １００日

めん：小麦粉、還元水あめ、小麦グルテン、乾燥卵白、食塩／酒精、かんすい、加工でん粉、（一部に小麦・卵を含む）
スープ：しょうゆ、合わせだし（かつお節・さば節・煮干し）、肉エキス、食塩、動物油脂、砂糖、とびうお煮干し粉末、香
辛料、野菜エキス、するめ粉末、さば節粉末／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、酸味
料、酸化防止剤（ビタミンE)、（一部に小麦・いか・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦・卵

　
　


